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業務紹介
用語解説：動物用生物学的製剤の検査法

～動物用医薬品の検査はたくさんの種類があり、製剤によって行われる検査も様々です
今回も、引き続き動物用生物学的製剤の製造に関する用語を紹介します～

２．生物学的製剤の製造
（4）培養細胞（及び培養液）
生物学的製剤の有効成分であるウイルスを培養する

ために必要なものとして、培養細胞及び培養細胞を維
持するための培養液があります。この培養細胞・培養
液は、製造に用いるウイルス株ごとに感受性、増殖性
などの成績に基づき、承認事項として定められていま
す（例えば、豚パルボウイルスには豚腎初代細胞、ア
カバネウイルスにはHmLu-1 細胞など）。また、培養
細胞の種類には初代細胞、株化細胞があります。最近
では遺伝的に安定であり、ウイルスなどの混入の可能
性が低いなどの観点から、生物学的製剤の製造には株
化細胞を用いる傾向が強くなってきています。また、
ウイルスなどの製造用株と同様に、マスターセルシー
ドの考え方に基づき、培養細胞の適切な管理が求めら
れています。

（5）原液

培養細胞を用いて増殖させたウイルスを含む培養液
から、細胞などの夾雑物を除くため遠心・ろ過などを
したウイルス浮遊液を、原液と呼びます。原液は、一
回に処理し培養した培養細胞を用いて作成したウイ
ルス浮遊液を、一つまたは複数混合した単一の有効成
分を含有するものです。また、不活化製剤ではホルマ
リンなどの不活化剤を添加したものを、さらにアジュ
バント添加製剤ではアジュバントを添加したものを原
液と呼ぶ場合があります。

（6）最終バルク

異種のウイルス原液を混合したり（混合ワクチ
ン）、原液に安定剤や保存剤を加えたりして調整し、
実際に分注・小分けする段階のものを最終バルクと呼
びます。最終バルクはどの部分をとっても性状及び品
質において均一と認められなければいけません。通
常、この一つの最終バルクから分注・小分けされたも
のがロットを構成し、同一の製造番号が付されるこ
とになります。

現在では、血清などの動物由来原料については動物
用生物由来原料基準により、ロットについては動物用
生物学的製剤基準により、培養細胞や原液の製造工程
段階で試験を実施することが規定されています。この
ように、最終製品のみならず、原材料や製造工程での
試験を実施することで、製品のより一層の品質、安全
性、有効性の確保が図られています。

（ウイルス製剤第 2検査室 野田紗知子）
（現 特殊管理検査室）
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動物用生物学的製剤の製造工程
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平成 18 年度収去検査結果（その 1）

動物用医薬品及び動物用医薬部外品の流通・使用段階における品質確保及び不良な製品の排除を図るため、薬事
法第 69 条第 3項の規程に基づき、国又は都道府県の薬事監視員が平成 18 年度に収去した製品の品質確認検査の結
果を掲載する。
なお、今回は、平成 19 年 2 月 28 日までに判定された製剤の結果である。

収去場所 製造販売業者 製剤名 製造番号 判定年月日 結果 不合格の理由
改善を指導した内容

三重県 あすか製薬株式会社 テルペラン経口用 Y297 2007/01/17 合格

埼玉県 あすか製薬株式会社 ハートメクチン錠 23 T009 2006/12/18 合格

富山県 あすか製薬株式会社 動物用テルペラン注 W260 2006/10/17 合格

三重県 ナガセ医薬品株式会社 タイロシン注 200「ＳＰ」 650901 2007/02/13 合格

岡山県 ナガセ医薬品株式会社 フロロコール 200 注射液 630201 2006/12/26 合格

三重県 ニプロファーマ株式会社 ウルソＨ注射液 06K11 2007/02/13 合格

岡山県 ノバルティス アニマルヘル
ス株式会社

ガナゼック V-05DL13 2006/12/11 合額

福島県 ノバルティス アニマルヘル
ス株式会社

フォルテコール錠５ｍｇ 505382 2006/11/10 合格

埼玉県 バイエルメディカル株式会社 ドロンシット錠 KPO32WP 2007/02/13 合格

岡山県 バイエルメディカル株式会社 ドロンタール錠 KP03RPJ 2006/12/26 合格

富山県 バイエルメディカル株式会社 バイトリル 15 ｍｇ錠 KPO3U4J 2006/12/26 合格

和歌山県 バイエルメディカル株式会社 バイトリル 2.5％ＨＶ液 KP04422 2007/01/17 合格

岡山県 バイエルメディカル株式会社 バイトリル５％注射液 5484-91 2006/12/26 合格

和歌山県 バイエルメディカル株式会社 バイトリルワンショット
注射液

KP03WRW 2007/02/27 合格

埼玉県 バイエルメディカル株式会社 犬・猫用バイトリル 2.5％
注射液

KP0413N 2007/02/27 合格

愛知県 ファイザー株式会社 アドボシン注射液 0694908B 2007/02/09 合格

三重県 ファイザー株式会社 デクトマックス 065421M 2006/12/11 合格

岡山県 ファイザー株式会社 レボリューション６％ K5U06411 2006/10/31 要指導 添付文書の記載整備

和歌山県 フジタ製薬株式会社 イベルメクチン注「フジタ」110717 2007/02/09 合格

和歌山県 フジタ製薬株式会社 ギンベル 100598 2007/01/07 合格

岡山県 フジタ製薬株式会社 ダイメトン注 101767 2006/11/02 合格

富山県 フジタ製薬株式会社 モーサン 101837 2007/01/10 合格

富山県 フジタ製薬株式会社 ラキサトーン U885 2006/11/29 合格

愛知県 マルコ製薬株式会社 バクテロン注 0970 2007/01/22 合格

埼玉県 メリアル・ジャパン株式会社 アイボメック注「メリアル」 NC32340 2007/02/13 合格

茨城県 メリアル・ジャパン株式会社 ウイットネスＦＩＶ MG061018 2006/12/07 合格

鳥取県 ヤシマ産業株式会社 グルターＺ C6213 2006/11/16 合格

岩手県 株式会社 科学飼料研究所 インフェック 10％液 58A23G 2006/09/20 合格

大阪府 丸石製薬株式会社 セボフロ 6922 2006/12/26 合格

岡山県 共立製薬株式会社 モキシデック錠 15 B41 2006/10/06 合格

富山県 共立製薬株式会社 モキシデック錠 60 D78 2006/10/06 合格
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収去場所 製造販売業者 製剤名 製造番号 判定年月日 結果 不合格の理由
改善を指導した内容

熊本県 財団法人 化学及血清療法研
究所

ニューカッスル病ウイル
ス赤血球凝集素

120 2006/12/25 不合格 赤血球凝集素の力
価試験で抗原価が
規格外

岡山県 三共ライフテック株式会社 システックＭ AA004 2006/12/13 合格

岡山県 三共ライフテック株式会社 ミルベマイシンＡ錠 1.25 WY011 2006/12/13 合格

埼玉県 社団法人 北里研究所 マイコプラズマ・シノビ
エ急速凝集反応用菌液

77 2006/12/07 合格

富山県 川崎三鷹製薬株式会社 S.P. 乳軟シリンジＬ「Ｋ
ＭＫ」

SPL506 2006/12.13 合格

富山県 川崎三鷹製薬株式会社 タカベリン TBV6004 2006/10/31 要指導 添付文書の記載整備

岡山県 川崎三鷹製薬株式会社 ノロメクチン注 KPO3T5K 2006/11/14 要指導 添付文書の記載整備

岡山県 川崎三鷹製薬株式会社 ビクタスＳ注射液５％ 309301 2006/12/26 合格

埼玉県 川崎三鷹製薬株式会社 プレドニゾロン注射液
「ＫＭＫ」

PRC5003 2007/02/13 合格

岡山県 川崎三鷹製薬株式会社 動物用マイシリンゾル
「ＫＭＫ」

MCV5003 2006/12/11 要指導 添付文書の記載整備

岡山県 大日本住友製薬株式会社 ビクタスＳ錠 40 ｍｇ 8521 2006/12/26 合格

埼玉県 大洋薬品工業株式会社 イプコン注 10％ 547601 2007/02/13 合格

富山県 第一ファインケミカル株式会社 動物用タリビッド錠 50 TVBDB01401 2006/12/26 合格

兵庫県 田村製薬株式会社 カルドメック錠 68 NBQ0320 2007/02/13 合格

愛媛県 東レ株式会社 インタードッグ DM05 2007/02/09 合格

東京都 日生研株式会社 マイコプラズマ・ガリセ
プチカム急速凝集反応用
菌液

112 2007/01/10 合格

東京都 日生研株式会社 マイコプラズマ・シノビ
エ急速凝集反応用菌液

65 2007/01/10 合格

東京都 日生研株式会社 日生研アグテックＡＰ２ 9 2007/02/09 合格

岩手県 日本全薬工業株式会社 ニューサルマイＳ 6030 2006/12/11 要指導 直接の容器及び外部
の被包の記載整備

岩手県 日本全薬工業株式会社 ハイポリＳ 5207 2006/12/11 要指導 直接の容器及び外部
の被包の記載整備

岩手県 日本全薬工業株式会社 ベリノール末Ａ 606190 2006/10/31 合格

新潟県 日本全薬工業株式会社 ミコラル経口液 ET03AY2 2007/02/13 合格

兵庫県 日本全薬工業株式会社 動物用タイラン 200 注射
液

61220B 2007/02/13 合格

岩手県 日本全薬工業株式会社 ジメトキシン注ＮＺ 510180 2006/11/02 合格

岩手県 日本全薬工業株式会社 ベリノール注Ａ 604060 2006/11/29 合格

茨城県 文永堂製薬株式会社 ＡＤ３Ｅ注「文永堂」 12026 2006/11/06 不合格 定量試験が規格外及
び添付文書等の記載
整備

富山県 文永堂製薬株式会社 ジメトキシン２０％注
「文永堂」

15046 2006/10/25 不合格 不溶性異物と認めら
れる白色繊維状の結
晶様物質が浮遊して
いる及び添付文書の
記載整備

＊掲載順：50 音順



20

検査室便り

＜検査第二部一般薬検査室＞

検査第二部一般薬検査室は、動物医薬品検査所の
本館３階南側の一角を占め、控室からは国分寺市の
街並みを、そして実験室からは富士山を望むこと
ができ、そのロケーションの良さは、当所の中でも
群を抜いています。
当所においては、生物学的製剤及び抗生物質製剤

以外の動物用医薬品を「一般薬」と称しており、当
室の主要業務は、その名のとおり「一般薬の検査」
ですが、近年では、承認審査関係業務の占める割合
が大幅に増えてきています。
以下に、当室の業務について紹介します。

1 品質確保業務
動物用医薬品の品質確保は、大きく分けて、国家

検定（生物学的製剤）、検査命令（抗生物質製剤）及
び収去検査（一般薬）により行われていますが、当
室は、そのうちの収去検査を主に担当しています。
（1）収去検査

収去は、当所又は都道府県等の職員（薬事監視
員）が、動物用医薬品の工場、店舗等の動物用医薬
品を業務上取り扱う場所に立ち入って、試験に必
要な分量を取り去ってくることです。収去された
製品は、承認申請書の規格及び検査方法の規定に
基づき試験を行い、また、表示検査も行います。

（2）検査命令対象抗生物質製剤の含湿度試験
検査命令の対象となっている抗生物質製剤の

含湿度試験（カールフィッシャー法及び乾燥減量
法）は、当室で実施しています。

（3）品質確保検査研修会
「食の安全・安心確保交付金」の「動物用医薬品の
危機管理」事業の「危機管理対策研修会」の一環と
して、都道府県においても必要な品質確保検査が
できるようにという目的の下に、都道府県の品質
確保検査担当職員の方々に御参加いただき、毎年6
月頃に品質確保検査研修会を開催しています。

2 承認審査関係業務
承認申請され、消費・安全局畜水産安全管理課か
ら当所に検討依頼があった品目のうち、薬事・食品
衛生審議会に諮られる新薬等については、品目ご
とに審査グループを構成して承認審査を行ってお
り、当室の室員は、その主要メンバーとして参加し
ています。承認申請書に添付された資料は、多いもの
では厚さが50cmを超える膨大なものもありますが、
その内容を精査して、必要な指摘を行っています。
事務局審査により承認される品目については、
「技術的調査」として審査を行っていますが、申請
品目が一般薬である場合には、当室が必ず審査にか
かわっています。その他、承認相談、再審査、再評
価等についても、当該品目が一般薬であるならば、
当室がかかわっています。

以上のように、当室の業務は、主に品質確保業務
と承認審査関係業務から成っています。近年、検査
第二部においては、承認審査の質の向上が図られて
おり、それに伴い、当室は、承認審査関係の業務量
が増加してきています。
本年4月から承認審査業務が当所へに集約される
ことに伴い、この傾向はますます顕著になっていく
と予想しています。どの業務も、より高いレベルで
行うことができるよう、室員一同精励する毎日です。

（一般薬検査室長 永井英貴）
（現 薬剤作用検査室長）


